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合併について

このたび社団法人全国スーパーマーケット協会、社団法人日本セルフ・サービス協会では、それ

ぞれ会員総会を開催し、その中で両団体の合併契約書締結について上程され、審議の結果、

両団体とも可決承認されました。

これをもとに、主務官庁の経済産業省に合併認可申請書を提出し、4月28日に認可を受けまし

た。

＜経緯＞

「新公益法人制度改革関連3法」の公布を受け、公益法人制度改革が進む中、両協会では今後

方針 議論が われの活動方針について議論が行われていました。

2008年5月、全国スーパーマーケット協会より日本セルフ・サービス協会に合併の申し入れがあ

りました。協会活動の本旨である会員要望事項の立法への組み入れや、官庁・メディア、消費者

への情報発信が単独では実現されにくいこと、等が理由として挙げられています。

同年9月の日本セルフ・サービス協会理事会にて審議された結果、趣旨に賛同すると決議され、

以降 事務局レベルでの合併に関する協議が重ねられました以降、事務局レベルでの合併に関する協議が重ねられました。

2009年2月12日、「2009スーパーマーケット・トレードショー」会場内において、経済産業大臣立会

いのもと、両団体の代表が合併契約書に調印。

3月24日、アジュール竹芝において全国スーパーマーケット協会の臨時総会、3月25日、成田エ

クセルホテル東急において日本セルフ・サービス協会の通常総会が招集され、この契約書の発

効について諮られ、承認されました。効について諮られ、承認されました。

4月2日に、経済産業省に認可申請書を提出。4月28日に申請を認可する旨の通知を受領しまし

た。

本業界の将来を見据え、地位の向上と、行政・社会への影響力・発言力を高めるためにパワー

のさらなる結集が必要との判断から、このような経緯となりました。

＜合併契約について＞

特例民法法人の合併手続は、存続法人と消滅法人による吸収合併契約となります。（別紙参

照）

今回は手続き上、日本セルフ・サービス協会を存続法人に、全国スーパーマーケット協会を消滅

法人とすることとなりました。

そのため、合併後の団体名称は存続法人の「社団法人日本セルフ・サービス協会」とし、合併後

に名称を検討することとなっています。

主たる事務所は現日本セルフ・サービス協会事務所（東京都千代田区内神田）とします。
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＜合併後の会員規模について＞

協会 会 うち 複 会 を除 た合併後 会 規模 す両協会の会員のうち、重複入会分を除いた合併後の会員規模（見通し）は、以下の通りです。

（今後の入退会により変動がございます）

正会員（スーパーマーケット等） ４８１社 約８，０００店舗 売上高：約１１兆１千億円

賛助会員（メーカー、卸売業等） ６６１社

正会員・賛助会員 計 １，１４９社

＜合併後の活動内容について＞

現在、両協会で実施している活動内容（別紙）については見直しを図り、必要と認められるもの

は継続、重複する事業は一本化する方針が打ち出されております。

また、現在、食品スーパーマーケットに特化した売上統計がなく、業界としての位置づけが不

明確となっています。明確となっています。

経済産業省からの要請もあり、月次の会員企業売上統計調査を実施するとともに、スーパー

マーケット業界の他の団体にも連携を呼びかけ、より正確な業界動向を把握し、周知することを

予定しています。（来年度から実施予定）

＜役員人事等について＞

合併後の役員は、８月下旬に召集が予定されている臨時総会にて選出される予定です。それま

では、現セル協の理事・監事が役員を務めます。

役員選出後に開催される理事会にて、会長等の役職理事が選出される予定です。
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社団法人全国スーパーマーケット協会 http://www.super.or.jp/
〒169-0072
東京都新宿区大久保2-7-1 大久保フジビル505号
ＴＥＬ：03-3207-3157 ＦＡＸ ：03-3207-5277

設立：昭和57年（昭和58年に社団法人化）
代表者 理事長 横山清代表者：理事長 横山清
会員規模：３，２００店舗 会員売上高：３．３兆円
事業内容：ス－パ－マ－ケットに関する資料収集・研究、情報提供及び広報活動、経
営に関する相談・指導及び教育訓練、資格試験の実施等

・スーパーマーケット資格認定（S検）
・テキスト、DVD、協会報等の発行
・全国大会・全国大会
・全国チェッカーフェスティバル
・スーパー総合保険（PL保険）
・酒類販売管理研修

社団法人日本セルフ・サービス協会 http://www jssa or jp/社団法人日本セルフ サ ビス協会 http://www.jssa.or.jp/
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-19-8 櫻井ビル
ＴＥＬ：03-3255-4825 ＦＡＸ：03-3255-4826

設立：昭和33年（昭和38年に社団法人化）
代表者：会長 増井德太郎
会員規模：４，７００店舗 会員売上高：７．８兆円
事業内容：セルフ・サービスに関する調査研究及び広報活動、教育研修・資格検定の
実施、出版物の発行、展示会の主催、ビジネスマッチング事業等

・会員経営実態調査
・展示商談会「スーパーマーケット・トレードショー」
・地域商談会のフォロー（バイヤー派遣、セミナー等）
バイヤ ズ”食”セレクシ ン・バイヤーズ”食”セレクション

・酒類販売管理研修
・チェッカー技能検定
・食品表示管理士検定
・チーズ販売士検定
・コーネル大学リテールマネジメントプログラム（RMP）
・大学寄付講座・大学寄付講座
・海外視察
・テキスト、出版物、機関誌等の発行
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㈱ラルズ ㈱さかいりショッパーズ ㈱京急ストア ㈱エノモト ㈱松本フードセンター

㈱福原 ㈱ダイユー ㈱スーパーボーヤ ㈱黒姫会館 ㈱かじ惣

今村商事㈱ ㈲富田屋商店 ㈱信濃屋食品 （資）小村屋商店 ㈱新鮮館ふくい

北雄ラッキー㈱ ㈱サンモール ㈲自由が丘ブラン ㈱サンエー ㈱フードセンター富田屋

㈱中央スーパー ㈱しみず ㈱マルエツ ㈱サンゴマート ㈱セリア

㈲佐藤商店 ㈱ス－パ－丸幸 北辰商事㈱ 新旭産業㈱　 ㈱三心

㈱丸しめ志賀商店 ㈱フレッセイ ㈱キャンドゥ ㈱玉木フ－ドセンタ－ ㈱主婦の店 土岐店

社団法人日本セルフ･サービス協会　正会員一覧（合併後予定）　　　　〔順不同〕

㈱丸しめ志賀商店 ㈱フレッセイ ㈱キャンドゥ ㈱玉木フ ドセンタ ㈱主婦の店 土岐店

㈲魚長 ㈲堀田屋 ㈱エネルギースーパーたじま ㈱花立屋食品センター ㈱主婦の店高山店

㈱ホクノー ㈲前橋ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ ㈱サンベルクス ㈱原信 ㈱ｽｰﾊﾟｰﾁｪﾝ 主婦の店中津川店

㈱志賀綜合食料品店 ㈱まるおか ㈱九州屋 ㈱ホクセイ ㈱玉野屋

日軽北海道㈱ ㈲茂久兵衛食品 ㈱丸正小室 ㈱マルイ ㈱ファミリースーパーマルキ

ピュア食品㈱ 両毛水産㈱ ㈱ライフコーポレーション ㈲マルヒコ食品 ㈱小牧魚錠

㈱ふじ ㈱鳥忠 ㈱ヤマイチ ㈱ナルス ㈱イシハラフード

㈱道南ラルズ ㈱マミーマート 日乃出食品㈱ ㈱マツヤ スーパーヤオスズ㈱

㈱スーパーカケモ ㈱ハーズ ㈱松江中村屋 ㈱キラヤ ㈱スーパーヤマダイ

㈲ファミリーマートさとう ㈲おがわや 東食品㈱ ㈱第一スーパー ㈱ヤナギ

㈱福 一 埼北水産㈱ 東日本旅客鉄道㈱ ㈱タケダストアー ㈱山信商店

㈱マエダ ㈱サンマルシェ ㈱カズン ㈱ツルヤ ㈱渥美フーズ

㈲ヤマサンストア ㈱ショッピングひまわり 北海道フードフロンティア㈱ ㈱ニシザワ ㈱フード生田

㈱ユニバース ㈱スーパーマルヒロ カドヤ食品㈱ ㈱いちやまマート ㈱ワイストア

釜石共栄㈱ ㈱中村ストア－ ㈱京王ストア Ａコープこま野 ㈱清水屋

㈱ジョイス ㈱丸武 マザーズブランド㈱ ㈱セルバ ㈱ニューライフフジ

(協)ベルセンター ㈱マルチョウストアー ㈱フードギャラリー ㈱アマノ ハローフーヅ㈱

㈱たもり ㈲吉野食品 ㈱加賀屋 ㈱オギノ ㈲フードショップコロナ

㈲小専商店 ㈱石原 ㈱ココスナカムラ ㈱日向 ㈱シバタ

(資)丸萬 ㈱京北ス パ ㈱サンケイス パ ナガヤ㈱ ㈲ヤマトストア(資)丸萬 ㈱京北スーパー ㈱サンケイス－パ－ ナガヤ㈱ ㈲ヤマトストアー

㈱みちのく流通システム ㈱千葉薬品 ㈱三德 ㈱シジシー・ショップ東海 えぷろんフーズ㈱

㈱ベルプラス ㈱高橋商店 ㈱島田屋 ㈱あおき ㈱ぎゅーとら

㈱マイヤ ㈱トウズ ㈱スーパーヤマザキ ㈱望月巌商店 ㈱ササヤマ

㈱マルシメ ㈱尾張屋 ㈱福助 ㈱静鉄ストア ㈱主婦の店 アルファ

㈲ミサトフーズ 太伸食品㈱ ㈱保土田 ㈱遠鉄ストア ㈱主婦の店 尾鷲

㈱伊徳　 ＮＳＣストア ㈱桝屋 ㈱かきこや ㈱ニューライフ

㈱タカヤナギ ㈱おどや ㈱三河屋 ㈱主婦の店 浜松店 ㈱ぜにや

㈱ウジエスーパー ㈱カワグチ ㈱セレクション スーパーつぼい㈲ ㈱マルヤス

㈱伊藤チェーン ㈲権太郎商店 ㈱スーパーいずみ ㈱スーパーラック ㈱玉城㈱伊藤チェ ン ㈲権太郎商店 ㈱ス パ いずみ ㈱ス パ ラック ㈱玉城

㈱モリヤ ㈱主婦の店 （袖ヶ浦店） ㈱スズキヤ ㈱丸滝 ㈱フタバヤ

㈱ト一屋 ㈱ナリタヤ ユニオネックス㈱ ㈱三善 ㈱丸善

㈱うめや ㈱野口屋 ㈱ウイズ ㈱カドイケ ㈱西日本興産

㈱おーばん ㈱ハローマート 小田急商事㈱ アルビス㈱ ㈱モリタ屋

㈱郷野目ストア ㈱ミヤスズ ㈱成城石井 ㈱サンショウ ㈱にしがき

㈱主婦の店鶴岡店 ㈱ランドロ－ムジャパン ㈱三和 ボランタス協同組合 サンダイコー㈱

㈱ヒグチ ㈲渡辺商店 ㈱恒川 むらい食品㈱ ㈱神﨑屋

㈱清水商店 ㈱ハヤシ 石黒総合食品㈱ ㈱丸圓商店 ㈱なかむら

㈱リオン・ドールコーポレーション ㈱紀ノ国屋 ㈱ローヤルよつや ㈱大阪屋ショップ 松田産業㈱

㈱キクチ ㈱サカガミ かねひら㈱ ㈱鍜治商店 宇治田㈱

㈱ブイシージー ㈱島田商店 ㈱マインマート ㈱東京ストアー ㈱廣岡

㈱マルト商事 ㈱クイーンズ伊勢丹 ㈱大寿 ㈱安達 ㈱西浦

㈱鎌倉屋 ㈱エヌ・マート 相鉄ローゼン㈱ ㈱いろは ㈱たかす

マル平ストア㈱ ㈱よしや ㈱まるき ㈱角田商店 ㈱いそかわ

わしお㈱ ㈲ナニワヤ 富士シティオ㈱ ㈱大丸 吉野ストア㈱

㈱オオタ セブン＆アイＨＬＤＧＳ．㈱イトーヨーカ堂 ㈱小田原百貨店 ㈱ナルックス ㈱大近

㈱かわねや ㈱三浦屋 京友マート㈱ ㈱ニュー三久 ㈱万代

㈱木田ストアー ㈱京成ストア ㈱たまや ㈱マルエー ㈱阪食

㈱サンユ ストア ㈱トップ ヤオマサ㈱ ㈲マルゲンセンタ ㈱カノ㈱サンユーストアー ㈱トップ ヤオマサ㈱ ㈲マルゲンセンター ㈱カノー

㈱スーパーヒロセヤ ㈱スーパーアルプス ㈱やまか ㈱三崎ストアー ㈱ミートモリタ屋

㈱セイミヤ ㈱紀ノ国屋  東中神店 百合ケ丘産業㈱ 山成商事㈱ ㈱餃子計画

㈱タイヨー ㈱アブアブ赤札堂 ㈱スーパーやまだ ㈱佑 企 ㈱光洋

いばらきコープ生活協同組合 ㈱紀ノ国屋等々力店 ㈱横濱屋 ㈱輪島マーケット ㈱ス－パ－サンエ－

㈱スーパーマルモ 日東燃料工業㈱ ㈱アイスコ ㈱新鮮館おくえつ ㈱マルヤス

㈱塩原屋 ㈱明治屋 ㈱ディリーココ ㈱いずもや ㈱ベルファ

㈱フレール ㈱吉池 ㈱川崎金伝 ㈱エフレ ㈱ショッピングセンター池忠

㈱サンユー 戸山商事㈱ 清水商事㈱ ㈱かさはらフーズ (生協)コープこうべ

㈱新優本店 ㈱アデガワ ㈱キューピット ㈱片町フ－ドセンター ㈱関西スーパーマーケット㈱新優本 ㈱ ㈱ ㈱片 ㈱関 ケ

㈱諏訪ストア ㈱アドバンスクリヤマ ㈱ハピー ㈱東部プラザ ㈱モンマルシェ

㈱だいまる ㈱ダイマス ㈱のぐち ㈱中吉商店 ㈱田中屋本店

㈱三桝屋 河内屋酒販㈱ ㈲渥美屋堀田商店 ㈱ながすぎ ㈱いかりスーパーマーケット

㈱ヤオハン ㈱シェルガーデン ㈱イチコ ㈱Ｆｕｌｌ　Ｃａｓｔ　 ヤマダストアー㈱

㈱八百半フードセンター ㈱冨士屋 ㈱魚斎藤 ㈱富士屋 ㈱主婦の店 赤穂店

㈱山口本店 ㈱新小岩中村屋 ㈱ウオロク 若狭農業協同組合 ㈱トヨダ



㈱三宅商会 ㈱丸畑

㈱サンマート ㈱中村興産

㈱ユニサン ㈱ファミリーマート スエヨシ

東宝企業㈱ ㈱荒木屋

いずも(農協) ㈱サンデル

㈱ふくしま ㈱サンフードイワナガ

(有)一番街 ㈲サンフ－ドてらもと

㈱ウシオ ㈱西紅

㈱キヌヤ （資）台信商店

㈲みしまや ㈲谷田商店

㈱ヤマダヤ 鶴屋商事㈱

㈱マルイ ㈱ニュ－直江

㈱玉屋 ㈱マルエイ

㈱共栄商事 ㈲みやはら

㈱三和ストアー ㈱ユーマートトクナガ

㈱藤三 イスミ商事㈱

㈱ニチエー ㈱だるまやフレッシュ

㈱ユア ズ ㈱トキハインダストリ㈱ユアーズ ㈱トキハインダストリー

㈱ハローズ ㈱マルミヤストア

㈱広電ストア ㈱フレイン

三次フードセンター㈱ ㈲スーパー青木

西條商事㈱ ㈲小串商店

㈱スーパーふじおか ㈱キチセ

㈱スパーク ㈱ショッピングプラザ エース

㈱万惣 ㈱スーパー細川

㈱フレスタ ㈱そのだ

㈱中央フード ㈲てつや㈱中央 ㈲ や

㈱大和 チコマートことぶきや

㈱松西 ㈲まるや

㈱あさかわマート 神田楽市㈲斉藤

㈱オオキタ ㈱小野商店

㈱トーヨー ㈱サンライフ

㈱エースワン ㈱ひろせストアー

㈱サンプラザ 大浦㈱

㈱くりはら （資）川添商店

㈱土佐山田ショッピングセンター ㈱希望の店

㈱末広 ㈲く き ト㈱末広 ㈲くろきストアー

㈱ニューマルシン ㈲スーパーやまだ

㈱スーパー大栄 ㈱永野

㈱ハローデイ ㈲フ－ドショップ戸村

㈱サニーマート ㈱マルハチ

麻生芳雄商事㈱ ㈱上原商店

㈱イーマート フードセンター田中

㈱川食 スーパー矢野

㈱サングリン ㈲なりざわ

協業組合スワンマート ㈱クッキー協業組合スワンマ ト ㈱クッキ

㈱ダイキョープラザ ㈱城山ストアー

㈱西鉄ストア ㈱スーパーよしだ

㈱カーニバル ㈲鈴東商店

㈲波佐間食料品店 ㈱タイヘイ

㈱フレッシュひがし ㈱大丸

㈱マルコー ㈱タカサキ

㈱丸和 ㈱ハルタ

㈱サンピット ㈲万世ストアー

㈲リンク ㈱まるいストア

㈲栄玉 ㈱グリーンストア

㈱三栄 ㈱山形屋ストア

㈱親和 ㈱やまぐち

㈱まいづる百貨店 ㈱大和

㈱イチヤマ ㈱ライブ

㈱サイキ ヤクデン商事㈱

サンライフ㈱ ㈲福利商店

㈱ジョイフル サン ㈱ニシムタ

㈱ショッピングプラザ紀久屋 ㈱さと

㈱タケスエ ㈱リウボウストア㈱タケスエ ㈱リウボウストア

㈱ダンクユー ㈱野嵩商会

㈲辻本商店 ㈱リウボウフーズ

㈱東美

㈱浜喜屋


